
◆地球ひろば 難民、一人ひとりとともに歩む－世界各地の現場で見た難民の現状とUNHCRのシゴト－

◆東北
秋田県】市民参加セミナー：世界の扉をノックしよう 世界における日本の消防救助「愛ある手
（※1）」～ネパール大震災の経験～を開催しました

◆帯広 「ありがとう20年、これからも共に世界と」 設立20周年記念事業報告

◆札幌 課題別研修「中南米地域火山防災能力強化」フォローアップ調査報告

◆沖縄 県内最大規模の国際協力・交流イベントが大盛況での幕閉じ！！

◆九州 九州エコ通信2016年11月号

◆四国 JICA四国 民間連携ボランティア等理解促進調査団（カンボジア）　実施報告

～地域も途上国も元気に～vol.31（2017年1月号）

センター 掲載記事

新年あけましておめでとうございます。先月、隠岐の海士町に出張しました。この島のスローガンは
「自立、挑戦、交流」。他の町村との合併を拒んだ島にとって、自立は必然、そのためには思い切った
挑戦が必須。そして挑戦には、交流を通じ“よそ者”のアイディアと活力を取り込むことが必要との考
え。「国際交流なんてやっている余裕はないよ」と冷たくあしらわれた経験のある国内機関スタッフは
結構いると思うけど、ここは町長自ら、交流こそ町おこしのベースだと言い切ってくれます。目から
鱗！

信州グローバルセミナー2016　実施しました！

◆北陸 協力隊ナビ－JICAボランティア経験者と語ろう！－

◆横浜 ブルキナファソ・ナショナルデー記念式典をJICA横浜で開催しました

◆中国 【イベント報告】笑顔あふれる異文化体験イベント「国際交流・協力の日2016」

◆関西 JICAルワンダセミナー「ワンダフル・ルワンダ～知ルンダカフェin Nara～」

◆中部 生きる。暮らす。守る。-つながる世界の命と健康-

◆東京 JICA東京　Youtube開設！

◆筑波 日本の戦後の経験「生活改善アプローチ」を学んだ帰国研修員が、中南米農村地域を変える！

◆二本松 Visitふくしま2016 in JICA二本松 開催！

◆駒ヶ根

2017年1月4日 JICA中国所長 池田 修一 

南の沖縄から紹介 

です。 
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◆九州 九州エコ通信2016年11月号

該当ページ

該当ページ https://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2016/161201_01.html

★関西のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/kansai/index.html

https://www.jica.go.jp/shikoku/topics/2016/1221.html該当ページ

該当ページ https://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2016/20161104_05.html

★中国のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/chugoku/index.html

広島市内の国際交流や国際協力活動を行う団体・企業などが一堂に会
し、世界の国々にふれるお祭り「国際交流・協力の日2016」が開催されま
した。延べ1万人近い来場者が訪れ、世界各国の料理を食べたり、遊びを
体験したり、日本文化を紹介したりと、様々なアクティビティを楽しんでい
ました。広島市民が世界を楽しめるだけではなく、外国にルーツのある方
も着物や生け花など日本の文化体験ができるこのイベントでは、多くの人
が集まり、互いの文化交流を楽しんでいる様子でした。

★四国のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/shikoku/index.html

【イベント報告】笑顔あふれる異文化体験イベント「国際交流・協力の日2016」

JICAルワンダセミナー「ワンダフル・ルワンダ～知ルンダカフェin Nara～」

◆中国

◆関西

該当ページ

★沖縄のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/okinawa/index.html

https://www.jica.go.jp/okinawa/topics/2016/ku57pq00000g62v3.html

沖縄センターでは、「おきなわ国際協力・交流フェスティバル2016」を実施
しました。今年のフェスティバルではブースやイベント・ワークショップ、エ
スニック屋台など多数出展があり、多くの来場者で賑わいました。また、
来沖中のJICA研修員が地域ごとのブースを設け母国の紹介や交流を図
り、イベントのフィナーレを飾る「世界の歌と踊り」では、それぞれの出身
国の衣装を着て歌や踊りを披露し、最後は来場者と一体となってカチャー
シーを踊るなど、まさに異文化が交差する国際交流の場となりました。

2014年第1次隊としてボリビアに派遣されている城井香里さんの記事を紹
介します。
『就職活動の際に就職雑誌の広告で青年海外協力隊を知り、途上国で
生活をしながらボランティアとして活動することに興味を持ちました。途上
国とはどんなところなのか実際に身をもって体験したい、そして必要とさ
れる支援をしたいという思いを抱きました。それから14年の歳月が経ち、
ふと青年海外協力隊のホームページをのぞいてみると・・・』続きはHP
で！ https://www.jica.go.jp/kyushu/eco/2016/201611.html

JICAルワンダセミナー「ワンダフル・ルワンダ～知ルンダカフェin Nara～」
を開催しました。このセミナーでは、奈良県出身の3名の方がアフリカの
ルワンダに関するお話をされたほか、東京にある駐日ルワンダ共和国大
使館から一等参事官の方にお越しいただいたり、神戸情報大学院大学
のルワンダ留学生も駆けつけてきてくれたりと大変盛況なセミナーとなり
ました。

★九州のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/kyushu/index.html

◆沖縄 県内最大規模の国際協力・交流イベントが大盛況での幕閉じ！！

◆四国 JICA四国 民間連携ボランティア等理解促進調査団（カンボジア）　実施報告

JICA四国では、民間企業とJICAとの一層の連携協力を促進するため、カ
ンボジアにおいて「JICA民間連携ボランティア等理解促進調査」を実施し
ました。本調査には、四国地域の民間企業8社が参加し、カンボジアの開
発課題や日本企業の進出先としての優位性とビジネス上の課題、産業人
材の育成状況等について情報収集を行いました。参加者からは、「カンボ
ジアの活力と課題を体感できる良い機会になった」等コメントをいただきま
した。
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ブルキナファソ・ナショナルデー記念式典をJICA横浜で開催しました

12月11日、ブルキナファソ・ナショナルデーの記念式典をJICA横浜で開
催しました。ブルキナファソは1958年に自治共和国となり、12月11日を国
の記念日（ナショナルデー）としています。今年は、56回目のナショナル
デー記念式典を駐日ブルキナファソ大使館と横浜市の共催で開催しまし
た。御来賓によるスピーチの後、西アフリカ音楽演奏とダンス、さらには在
日ブルキナファソ人によるファッションショー等の公演もあり、来場した約
150名の皆さんは約2時間の式典を楽しみました。

該当ページ

★横浜のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/yokohama/index.html

◆横浜

該当ページ

◆中部

該当ページ https://www.jica.go.jp/chubu/event/2016/20170112_01.html

★中部のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/chubu/index.html

◆駒ヶ根 信州グローバルセミナー2016　実施しました！

◆東京 JICA東京　Youtube開設！

該当ページ https://www.jica.go.jp/komagane/topics/2016/ku57pq00000gc4hc.html

★駒ヶ根のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/komagane/index.html

該当ページ https://www.jica.go.jp/hokuriku/event/2016/20161202.html

★北陸のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html

生きる。暮らす。守る。-つながる世界の命と健康-

世界には、今もなお適切な保健医療サービスを受けられない人々や、予
防・治療が可能なはずの感染症により命の危険にさらされている人々が
います。また、障害がある人々の社会参加や、急速に進む高齢化社会へ
の対応は世界共通の課題です。本企画展示では、JICAや中部地域の団
体による取り組みをご紹介します。病気になる。年をとる。これは、この世
界に生きる誰もが経験することです。世界のすべての人々が、安心して
健康に生活できる社会づくりを、一緒に目指しましょう！

JICA北陸では毎月第2水曜日に「協力隊ナビ」を開催しています。12月の
ゲストは2012年から2014年までシニア海外ボランティアとしてアルゼンチ
ンで活動された、宮崎 統五さん（職種：サケマス類の魚病）です。次回1月
の案内はHPをご確認ください！

◆北陸 協力隊ナビ－JICAボランティア経験者と語ろう！－

JICA駒ヶ根にて「信州グローバルセミナー2016」を実施し、国際協力に興
味がある高校生以上の長野県民136名が参加しました。今年で6回目とな
る本セミナーでは、基調講演に長野県の大月良則氏に「長野県の国際戦
略プラン」について講演いただき、その後参加者は6つの分科会に分か
れ、それぞれのセッションを受講しました。クロージングセッションでは参
加者同士、「今日の気づき」を小グループに分かれてシェアし、一人の気
づきが何倍にも拡がることを実感してもらいました。

https://www.jica.go.jp/yokohama/topics/2016/ku57pq00000gbz5j.html

JICA東京のYoutubeページを開設しました。JICA東京主催のイベントや
研修の様子をご紹介していきます。「研修：観光振興とマーケティング」の
映像では、日本の観光地を実際に訪れ「各観光地の荷物預り所は自国
の観光事業にすぐにでも取り入れたい」というコメント等、日本人が当たり
前だとおもっていることが実は開発途上国の観光振興に役立つという事
も発見できます。ぜひご覧ください！Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC25HOrGFZ-2ehscWXfjc0ZQ

 https://www.youtube.com/channel/UC25HOrGFZ-2ehscWXfjc0ZQ

★東京のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/tokyo/index.html

写真提供：今村健志朗
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該当ページ

★東北のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

該当ページ

★二本松のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html

「ありがとう20年、これからも共に世界と」 設立20周年記念事業報告

【秋田県】市民参加セミナー：世界の扉をノックしよう 世界における日本の消防救助「愛ある手（※1）」～ネ
パール大震災の経験～を開催しました◆東北

該当ページ https://www.jica.go.jp/sapporo/topics/2016/20161226.html

★札幌のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/sapporo/index.html

◆札幌

◆二本松 Visitふくしま2016 in JICA二本松 開催！

★筑波のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html

◆筑波

該当ページ

課題別研修KCCP(Knowledge Co-creation Program)「中南米地域　生活
改善アプローチを通じた持続的農村開発」では、日本での学びと帰国研
修員活動からの学びを基に、帰国研修員が対象中南米13カ国にて生活
改善アプローチを適用し、中南米農村地域の生活改善に貢献していま
す。当課題別研修は2005年から実施しており、帰国研修員総数は300名
を超え、中米では帰国研修員ネットワークが形成されて、帰国研修員に
よる積極的な生活改善活動が展開されています。

日本の戦後の経験「生活改善アプローチ」を学んだ帰国研修員が、中南米農村地域を変える！

2009年から実施中の本コースは、8年間で中南米諸国計8か国から累計
74名の研修員を受け入れています。帰国研修員の活動状況から研修の
成果を把握するとともに、「中米広域防災能力向上プロジェクト・フェーズ
2」の活性化にも貢献することを目的に、ニカラグア、グアテマラ、エルサ
ルバドルを訪問しました。調査の詳しい報告はHPをご覧ください！

https://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2016/ku57pq00000gc72u.html

「Visitふくしま2016」は、「震災と復興への理解を深め、正しい知識を身に
着ける」ことに加え「海外での開発協力活動経験者と訓練生が互いに学
び合い、何ができるかを考える」ということに重点を置いた企画となりまし
た。JICAボランティアの役割、派遣国で培った経験を日本社会でどのよう
に還元していくのか、実践例を隊員経験者自らが訓練生に講義する場面
もあり、訓練生の多くが経験者の話に耳を傾け、熱心にメモを取る姿が印
象的でした。

https://www.jica.go.jp/nihonmatsu/topics/2016/ku57pq00000gc5qo.html

皆さんは災害時、国同士が手を取り合い、助け合っていることをご存知で
すか？2015年4月25日ネパール大震災発生。秋田県から国際緊急援助
隊救助チームとして派遣された消防士・吹谷謙和氏より、ネパールでの
経験から普段目にすることの少ない消防士の活動についてお話頂きまし
た。私たちは普段「救助隊が派遣されました」というニュースを知ることは
できますが、今回は現地の実際の様子を体験者の生の声で聞くことがで
き、重級の価値を実感することも含め、とても貴重な時間となりました。

https://www.jica.go.jp/tohoku/topics/2016/ku57pq00000gc44t.html

1996年4月に帯広に北海道国際センターがオープンして今年で20周年を
迎えました。記念事業の第1弾として、青年海外協力隊北海道道東OB会
との共催で、昨年製作された映画「クロスロード」の上映会を行いました。
記念事業第2弾として、これまでご支援、ご協力いただいた関係者の方々
をご招待して記念式典を執り行い、センター設立当時外務政務次官とし
てご尽力いただいた新党大地鈴木宗男代表をはじめとした方々にご来賓
いただきました。

https://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2016/20161212.html該当ページ

https://www.jica.go.jp/obihiro/index.html

★帯広のことをもっと知りたい方は

課題別研修「中南米地域火山防災能力強化」フォローアップ調査報告

◆帯広
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https://www.jica.go.jp/hiroba/index.html

該当ページ https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/2017/170118_01.html

★地球ひろばのことをもっと知りたい方は

紛争や迫害、人権侵害によって日々の生活が脅かされた結果、故郷を追われ、
避難生活を強いられている人々、それが難民です。本セミナーでは、そんな難
民問題の現状と、難民の保護・難民問題の解決を目的に活動を行うUNHCRの
仕事についてご紹介します。講師には、国連UNHCR協会事務局長の経験を持
つの高嶋由美子さんをお招きし、ソマリアの難民キャンプでの難民との交流な
ど、リアルな難民問題についてお話しいただきます。実施日は1/18（水）です。
参加ご希望の方はHPよりお申込みください！

◆地球ひろば セミナー：難民、一人ひとりとともに歩む－世界各地の現場で見た難民の現状とUNHCRのシゴト－

                          発刊責任者：国内事業部長    

                  編集：国内事業部広報班（計画課）  

                              tatpl@jica.go.jp 

写真提供：今村健志朗
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